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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 信 太 秀 紀 

副会長 宮 内 龍 雄 

幹 事 田 中 英 子 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館内 

電 話  0479-25-3111(会館) 

     0479-23-0750(専用) 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

 2014～2015年度 ＲＩテーマ 

    ロータリーに輝きを  
     LIGHT  UP ROTARY 

 2014〜2015 ＲＩ会長 ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 宇佐見 透 (千葉幕張ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 宮内 清次 

副委員長 石毛 充 委員 越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「地区大会に参加して」 

 

坂本 尚史会員 

 丸山 泰典会員 

 

前回例会報告（２月１８日） 

点      鐘：信太 秀紀会長 

ロータリーソング：「我等の生業」 

ビジター紹介：なし 

 

 

 

 

みなさんこんにちは！先日、岩手県の志和稲

荷神社へ「初午のお参り」に行ってまいりまし

た。全国の稲荷社の本社である京都の伏見神社

に神様が降りた日が和銅４年の２月 9日で、こ

の日が「初午」であったために祀る習慣ができ

たそうです。もともとは、その年の豊作を祈っ

た農村のお祭りが原型、となっていますが、「初

午詣で」をすると農家は五穀豊穣、商家は商売

繁盛の御利益があるとされています。お参りす

る際には、柏手を打ちますが、左手の第一関節

分に、右手を引いて合わせるのが作法となって

います。大和言葉では「ひ」は魂 精神の意味

を表します。つまり「ひと」とは「たましいの

とどまるところ」という意味なのです。「五体

満足」の五体とは 1 頭、2 体、3 腕、４足、５

魂のことで魂が抜けると「死体（四体）」とな

るのです。柏手の話に戻りますが、左手の「ひ」

は精神、右手の「み」は身体を表します。「精

神と肉体二つがそろって、私は生かされていま

す。感謝いたします。」という気持ちが込めら

れています。そして身を一つ引いたところに日

本人としての美しい姿、謙虚な姿が現れている

のです。ぜひ、お参りの際、思い出していただ

きたいと思います。本日の例会が皆様にとりま

して有意義なものとなりますこと、そして品格

あふれるものでありますことを、心よりお祈り

申し上げまして、会長挨拶といたします。あり

がとうございました。 

 

 

 

【週報拝受】成田空港南 RC 

1. 地区大会表彰のご案内 

2. ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ(2016－17 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ)の公表の件 

3. 会員増強ウェビナーシリーズ第 3回「革新的

なクラブへのステップ」にぜひご登録を 

4. RLIパートⅠ追加受付のご案内 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 
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5. 地区大会最終のご案内 

…ガバナー事務所 

6. 会長エレクト研修セミナーのご案内  

7. 次年度クラブ公式訪問日程について 

8. 新しい特別月間について 

9. 仮委嘱のご通知 

…ガバナーエレクト事務所 

10. ハイライトよねやま １７９ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

11. 大人の料理例会のご案内 

…地区ローターアクト委員会 

12. 発団５０周年記念式典のご案内 

…ボーイスカウト銚子第３団 

【例会変更】 

八日市場 RC 

2 月 24 日(火)夜間例会 観梅会の為 百木屋 

点鐘 18 時半 

 

 

 

誕生日記念日: 

宮﨑裕光会員(2月 7日） 

６４歳に成りました 

健康第一に生活を律してい

きたいと思っています。 

 

  

伊藤浩一会員(2 月 16 日） 

７１歳に成りました。 

 

 

お祝いありがとうございます。 

結婚記念日： 堀米秀和会員(2月 13日） 

宮内清次会員(2月 16日） 

       丸山泰典会員(2月 18日） 

入会記念日： 大里忠弘会員(2月 5日） 

創業記念日： 島田洋二郎会員(2月１日) 

 

        

 

☆大ニコニコ 高瀬 幸雄会員 

 

２月１２日銚子

RCと銚子東RC

との合同ゴルフ

会で優勝しまし

た。スコアーは

グロス９４、ネ

ット７２でした。

スコアー的には小ニコニコですが、銚子東を抑

えての優勝に大感激。大ニコニコです。 

 

 

 江 戸 時 代 の 旅  

猿田 正城会員（パスト会長） 

 来週の２４日から、群馬県の伊香保町で神社

庁の会議があり、出席するため電車の時間をス

マホで調べました。８時のしおさい６号に乗れ

ば１２時には到着します。大変便利な時代にな

りました。 

 江戸時代に猿田神社の神主は、正月２日、江

戸城に登城し松の間にて新年の祝賀を行ない

ました。カゴに乗り、行列で行くため、村人等

は無給でこの旅に出ました。５日間の旅でした。

そのため、猿田町では、七日まで初詣はしない

ことになっていました。 

 私は８人兄弟で、冬になると大きな火鉢の周

りに集まり、こぶしを並べて＜ずいずいずっこ

ろばし＞の遊びをよくしました。その頃はこの

歌の意味が解かりませんでした。この歌は大名

の参勤交代や献上品を運ぶ旅に住民が苦しめ

られた心情が込められていました。 

 庶民の間では寺社詣の旅が主流でした。伊勢、

金毘羅、出羽三山等に人気がありました。一般

的には○○講と呼ばれる組織があり、先達の案

内によって旅をしました。積立金をして、その

金を使って毎年何人かが旅に出る形式が普通

でした。出発には、足ぞろいをし、村の境いま

で見送りました。旅を終えると、砂はたきをし、

産土様に奉額や記念碑を建て、以後も同行とい

って親戚同様の付き合いをしました。 

 道中の日記を細かに書きました。支出した金

額や注意など次に行く人の参考になるような

気くばりをしました。 

 田植えの終った６月に出発し、刈入れ前の８

月に帰えるのが多く、一日に八里から十里位で

歩きました。旅には道中手形が必要で、旅の目

的を書き、保証人一名と名主及び組頭の署名と

会 員 の 記 念 日 

 

卓  話 

ニコニコ BOX 
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印を押した願い書を領主に提出し、手形を取得

しました。 

 関東地方では伊勢参りが中心でした。それは、

関東には、伊勢神宮の領地＜みくりや＞が各地

にあり（全国約１３００ケ所）その地を治める

御師＜おんし＞と言う神職が家々を回り、お礼

を祀りお祓いをしました。そして、参宮を勧め、

神宮での参拝から宿泊、観光の案内までしまし

た。領地以外でもこれを手本に講が作られて先

達によるお伊勢参りが盛んになりました。 

 個人による旅も色々とありました。江戸小網

町に古紙を商う大店の主人で鈴木金兵衛とい

う人がいました。俳名を古帳庵と名のり、妻も

古帳女と言う俳人でした。５１歳で店を譲り、

全国６６ケ所の霊場をめぐり、法華経を納める

という旅をしました。＜ほととぎす銚子は国の

とっぱずれ＞の句は円福寺を訪れた時の句で

しょうか、境内に句碑が建っています。句碑の

裏には天保１２年（１８４２）と刻まれていま

す。 

 有名な小林一茶も生涯で３００回余り房総

各地を旅したようです。文化１４年（１８１４）

の５月下旬に銚子を訪れています。浄国寺の望

西台に登って西方仏土かくもやあらんと、＜ほ

ととぎす爰を去ること遠からず＞の句を詠ん

だことが、よく知られています。 

＜房総の伊勢信仰＞という書物に、神宮の風宮

の参道に古帳庵の句碑があり、そこには＜鶯の

声くもりなし神路山＞の句が刻まれていると

書かれています。神宮の森に心が清められてゆ

く古帳庵の心情が、鶯によってうまく表現され

ています。＜その声でトカゲ食うかよホトトギ

ス＞といわれるほととぎすは鶯の巣に卵を産

み育てさせるずるがしこい鳥です。 

 大日本国語辞典の著者である松井簡治先生

の講演記録を読むと、講演の冒頭で、銚子とい

う所は文化が遅れていると度々述べています。 

古帳庵の＜とっぱずれ＞という言葉には、単な

る日本の国のはずれという地理的意味だけで

はないように思えてきます。ご静聴ありがとう

ございました。    （猿田神社 宮司 ） 

 

第５回米山功労者 

 

坂本 尚史会員 

立場上あと２、３人 

ご協力お願いします 

 

 

 

１５－１６年度年度地区委員 

 

髙木 浩一会員  

奉仕プロジェクト委員会 

国際奉仕委員会 委員 

 

 

丸山 泰典会員 

青少年奉仕委員会 

ローターアクト委員会 委員 

 

富永 泰夏会員（親睦活動委員会委員） 

職業奉仕の話をする

ことになり、職業奉仕

とはなんだろう？仕事

を通じて奉仕する事な

のかと思い、自分の仕

事とどう結びつくか考

えました。電気・ガス・

水道は生活の必需品でありライフラインと言わ

れます。その当たり前に必要なモノ、なくては困

る物を提供することは奉仕とならないのかなと

いう点と仕事を通じての奉仕は社会奉仕ではな

いのか？という疑問と、私はよく稲森和夫さんの

本を読んでいましたが、その中に出てくる「利他

の心」他人のために・・・と同じ考えなのか？と

いろいろ考えましたが答えは出ませんでした。 

そう考えているうちに、２０１１年３月に起こっ

た東日本大震災の時のことを思い出しました。そ

の当時、ライフラインは壊滅状態になり復旧する

までにはかなり長い時間がかかり、本業のガスに

関して言えば全国から何千人ものガス会社の人

達が仙台市内や近郊地域に向かいました。銚子も

被災地でしたので東北地方への出動は無かった

のですが、ガスボンベが津波で流されガスの供給

が出来ないという事でガスボンベの提供を頼ま

れました。当社の供給エリアの東総地区や鹿行地

区でもガスが出ない、家が傾いた、流されたなど

様々ありました。余震もひどく夜も寝ずの対応に

追われました。体はガタガタでしたが、お客様か

ら「ガスが使えるようになって良かった」「あっ

たかいご飯が作れてうれしい」「お風呂に入れる

ようになって良かった」など様々な嬉しい言葉を

いただきました。プロパンガスは災害に強く何か

あってもその日のうちには何とか使用できる状

態にはできます。都市ガスでは供給再開まで１・

２ヶ月はかかってしまう場合があります。そこで、

震災後には東京都内や公共施設などではプロパ

ンガスが見直されて、緊急時には都市ガスから切

表   彰 

仮 委 嘱 

私の職業奉仕の実践５分間スピーチ 
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り替えて使えるようになっているところもあり

ます。また、学校関係も避難所となりますので災

害用のプロパンガス設備を順次設置していくよ

うです。このようにそれぞれのいい所を採用し災

害対策や生活に役立てています。 

ただ、普段ガスというのは縁の下の力持ち的な部

分が大きいですが、震災を通じて感じたことは皆

さんの生活を支えている点とその当時はいろん

な方から頼りにされたり感謝されることが多か

ったです。全国を見ると全世帯の４９％は都市ガ

ス、４３％はプロパンガス、８％はオール電化世

帯です。今後、エネルギーの完全自由化が行われ

業界の垣根が無くなり、ますます競争が激化する

と思われますが、基本は皆さんの影となり縁の下

の力持ちだと思います、地元銚子のためにも頑張

っていきたいと思います。 

これが、職業奉仕となるかどうかわかりませんが

この気持ちを忘れずにしていきたいと思います。   

（銚子燃料㈱ 代表取締役副社長） 

 

 

 

「サントメ・プリンシペ」 

 

松本恭一会員 （社会奉仕委員長・理事） 

  

皆さんは「サ

ントメ・プリン

シペ」をご存じ

でしょうか。 

私は全く知り

ませんでしたが

これは国の名で

す。 

 Ｗｉｋｉｐｅｄｉａによりますと、西アフリカ

のギニア湾に浮かぶ火山島の島国、赤道直下にあ

り面積は東京都の約半分、人口は１６３千人、首

都はサントメ、元々は無人島であったが奴隷の中

継基地になる、１９７５年にポルトガルより独立、

現在はカカオ生産及び輸出に依存した農業国、経

済基盤は非常に脆弱で世界最貧国のひとつ。とい

うようなことが書かれています。世界は広い、知

らない国はまだまだいっぱいありますね。 

 何故この国の名を知ったかといいますと、当社

の倉庫に保管してある政府備蓄米がここに出庫

することになったからです。政府備蓄米は毎年２

０万トンずつ政府が買い入れ低温倉庫で保管し

ます。不作などで米が足りなくなれば食用として

市場に放出されますが、何もなければ通常５年間

保管し、食用以外の飼料米などとして国内で売却

されます。低温倉庫に保管してあれば十分食べら

れるのですが、日本では古い米は食用としては売

れません。そして時々は今回のように海外へのＯ

ＤＡの食糧援助として利用されることもありま

す。 

 今回のように一度に大量の荷物が出てしまう

と、倉庫会社としてはきびしいのですが、それは

毎度のことです。５年間保管していたお米が「サ

ントメ・プリンシペ」で喜んで食べられることを

想像しながら、次の荷物の営業に努力することに

します。     

（銚子倉庫㈱ 代表取締役） 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名 

 出 席：３５名 欠席７名 出席率 83.33% 

 欠 席：青野君・伊東君・栢尾君・越川君 

   宮内榮君・大里君・櫻井(公)君 

 

【Ｍ Ｕ】  

2/ 10：銚子東 RC 大岩君・白濱君 

2 /12：茂原 RC   島田君・髙木君 

2 /14：地区青少年奉仕合同委員会 島田君 

2/ 17：ｲﾝﾀｰｱｸﾄ合同会議      島田君 
 2/ 17：銚子東 RC 大岩君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥16,000  計 ￥369,000 

スモールコイン ￥ － 計 ￥ 46,580 

米山 BOX ￥ 3,700 計 ￥ 42,083  

希望の風 ￥ － 計 ￥287,271 

四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４. みんなのためになるか どうか 

次週のプログラム（３月４日）  

 

「識字率向上月間に因んで・ 

R 財団に因んで」 

  高橋 宏資会員 

        

お弁当：辰巳家（にぎり） 

 

会 員 投 稿 欄 


